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序――今なぜレビー小体型認知症なのか?

　「レビー小体型認知症」は 1976年以降の一連の筆者らの報告によって見いだされ、1984年、

筆者らが「びまん性レビー小体病」（diffuse Lewy body disease; DLBD）という病名を提

唱したことが基礎となっています。そして 1996年、Neurology誌で dementia with Lewy 

bodies; DLBという名称が記載されるとともに、臨床・病理診断基準が発表されました。こ

のような歴史的経緯の下、レビー小体型認知症という病気は世界的によく知られるようになり

ました。

　なぜ今、このレビー小体型認知症が大きな問題になっているのでしょうか。それは、第一に

有病率が高いためです。各種疫学調査によれば数％とされていますが、それらの報告はあまり

信頼できないように思われます。なぜなら、確実な診断は臨床診断ではなく、病理診断による

ものでなければなりません。多くの調査は臨床診断によるものであり、当然、診断する者によっ

て違いが生じます。

　2013年に行われた厚生労働省の研究班による疫学調査の結果では、レビー小体型認知症は

わずかに 4.3%でした。聞くところによると、この数値はいくつかの認知症疾患医療センター

の専門医によって導きだされたものということです。この数値を見て、筆者は驚きました。こ

れは、筆者がレビー小体型認知症の啓発活動を始めた 10年ほど前のある認知症専門病院での

数値とほぼ同じです。また、ある地域の認知症専門の老人病院での 2000年頃の約 10年間の

データでは、臨床的にレビー小体型認知症と診断された症例は皆無でした。ところが、筆者が

病理診断したところ、18%にのぼりました。現在では、きちんと診断できれば、早期例も含

めると 20%程度はあると思われます。それが現実なのです。

　今やレビー小体型認知症は、アルツハイマー型認知症に次いで 2番目に多い認知症です。

血管性認知症も含めて、レビー小体型認知症が「三大認知症」の 1つといわれる所以です。

これほど多い認知症であるにもかかわらず、まだまだ十分に知られていないのはなぜでしょう
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か。それは、医師がこの病気を知らないとともに、専門医でもきちんと診断できていないとい

う現実があるからです。すなわち、診断が難しく、誤診も多いということです。実際に、レビー

小体型認知症はアルツハイマー型認知症と誤診されていることがもっとも多く、その他にうつ

病、老年期精神病、統合失調症、パーキンソン病などと診断されている例もあります。理由は、

初期に記憶障害を主体とする認知機能障害が目立たない場合が少なくないことによります。

　レビー小体型認知症の初期には、抑うつ・幻視・妄想・レム睡眠行動障害などのBPSD（認

知症の行動・心理症状）が起こることがよくあります。また、パーキンソニズムや起立性低血圧・

便秘・頻尿などの自律神経症状が目立つこともあり、症状が多彩であることも特徴です。この

ように、BPSDや神経症状がみられるレビー小体型認知症は、いうまでもなくケアが大変です。

そのために、患者さんならびに家族の生活が早くからおびやかされやすいという問題がありま

す。

　なお、症状が多彩なレビー小体型認知症では、薬物の選択も容易ではありません。また、特

に抗精神病薬に対する過敏性があるので、たとえ正しく診断されても治療法を間違えると、か

えって症状が悪化してしまい、場合によっては取り返しがつかなくなることもあります。

　さらに、レビー小体型認知症にはこれまで公的に承認された治療薬がなかったという問題も

あります。しかしながら、アルツハイマー型認知症の治療薬であるコリンエステラーゼ阻害薬

（アリセプト、レミニール、イクセロンパッチ・リバスタッチパッチ）は、実はアルツハイマー

型認知症よりレビー小体型認知症に効果が期待できる薬物です。レビー小体型認知症では脳内

のアセチルコリン系の障害がアルツハイマー型認知症より強いことがわかっていますし、多く

の臨床報告でもその効果が報告されているからです。実際に、私たち専門医はコリンエステラー

ゼ阻害薬を用いて治療をしてきました。それ以外にも、機序は異なりますが、NMDA受容

体拮抗薬であるメマリーも、レビー小体型認知症に効果があるという報告が多くあります。

　このような背景の下、筆者らは、「日本で発見されたレビー小体型認知症を日本で開発され

たアリセプトで治療しよう」をモットーに臨床試験を行ってきました。そして、第Ⅲ相試験が

終了し、このたびアリセプトがようやく承認されるに至ったのです。これで世界初のレビー小

体型認知症の承認薬ができたということになります。

　わが国には、レビー小体型認知症の患者さんが約 90万人以上いると推計されます。その患

者さんや家族のQOLが少しでも高まるよう、私たち医師はレビー小体型認知症をよく知り、

早く正しく診断し、適切に治療できるようにならなければなりません。そのために、本書が役

立つことを切に願うばかりです。

2014年晩秋　小阪憲司
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ঃشय़থ९ॽ६ඪँॊःमৎपੳੴඪऋেगथःॊৃ়ؚDLBध൧घ
ॊ؛ଢ଼ऩनपउःथ DLBध PDD॑༓શघॊਏऋँॊৃ়पमؚঃشय़থ९
ॽ६ඪभ 1 ফਰपੳੴඪ॑ඪखञৃ়ؚDLBध൧घॊقone year 
rule؛كનಕञॊ PDभ৽ૌभऩऊदੳੴඪ॑ൣढञৃ়म PDDध൧घॊ؛ৰ
৷पमؚ॑அिदँॊ LBD॑৷ःॊऒधऋથ৷दँॊ؛ઋ৽୰৶৾
ಏ෫ଢ଼ऩनदमؚ॑ LBDँॊःम�� -synucleinopathy धःढञढ़ॸ०
জشदधैइथुेः؛

রੱඪ૾पরறඪ૾॑ؼؼ1ٷ 2 ඨ৯ਰൣइय "probable"ؚ1 ඨ৯भৃ়म "possible"ध൧घॊ؛ञटखؚর
றඪ૾ 1 ඨ৯पંྮ્ඉ॑ 1 ඨ৯ਰൣअৃ়म "probable" धखथेः؛
রறඪ૾॑घसथಳःथःञৃ়दँढथुؚরੱඪ૾पંྮ્ඉ॑ؼؼ2ٷ 1 ඨ৯ਰൣअभदँोय
"possible"ध൧खथुेः؛
؛൧્౮ਙमऔोथःऩःऋؚৢଞੳीॊ્ඉؼؼ3ٷ

　幻視の典型例は、臨床診断基準（改訂版）にも述べられているように、具体的で詳細な内容

の、再現性のある幻視と特徴づけられている。実例をあげると、「庭先で白い頭巾をかぶった

男たちがお祈りをしている。家の中に上がり込んで、部屋の中をぐるぐる歩き回る。出て行き

なさいと声をかけるといつの間にかいなくなる」といった具合に、具体的で生々しい内容を訴

える。その他にも、猫や虫といった内容の小動物幻視もたびたび表明されることがある。さら

に、壁の染みなどを虫と知覚する錯視の延長としてとらえられるべき視知覚認知機能障害も伴

うことが多い。また、視知覚認知機能障害に関連して変形視（metamorphosis; 視覚対象物が

動いたり歪んで見える）や実体的意識性（leibhaftige bewusstheit; 誰もいないにもかかわら

ず気配を感じる）を訴える場合もある。

　パーキンソニズムも中核症状の 1つにあげられているが、神経病理学的に大脳型とされる

例ではこれを欠くのが特徴である。事実、DLBと診断した際にパーキンソニズムを伴う症例

は多くても 50%程度と報告されており 3）、必ずしも必発の症状ではないことを理解しておく

必要がある。また、通常の PDに比べ振戦が目立たない、動作時振戦やミオクローヌスを伴

うなどの報告もあるが、基本的には通常の PDに伴うパーキンソニズムとそう大きな違いは

ない。one year ruleにとらわれず、神経病理学的背景を基に LBDという概念で疾患をとら

えれば納得できるのではないだろうか。一方で、Clericiらが報告しているように 9）、垂直性

の眼球探索運動障害を認める亜型症例も存在する。したがって、臨床家は常に臨床診断基準と

実際の臨床像を見比べ、現状の診断の適否を随時再検討する必要があるのはいうまでもない。

　

3ؙ൧੦भএॖথॺ

　臨床診断基準（改訂版）では、特異度はそのままに感度を上げることを目的として、2つの

大きな改訂が行われている。1つ目は、示唆的特徴（suggestive features）が新設されたこと

である。示唆的特徴には、a.レム睡眠行動障害（REM sleep behavior disorder; RBD）、b.重

篤な抗精神病薬への過敏性、c.SPECTあるいは PETで基底核領域のドパミントランスポー

1 ൧੦
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や tractographyなどを用いて、脳の萎縮の程度や白質病変を検討することが可能になってい

る。

 

৵৬ੳੴඪشঞঅ ٷ1

　DLBでは脳皮質全体の軽度の萎縮が認められるが、ADと比較して、海馬・海馬傍回、ᡥ

桃体の萎縮は軽度である（図表 4-1）。DLBの臨床診断基準（改訂版）においても、内側側頭

葉が比較的保たれることが支持的特徴にあげられている 1）。

୰شঝॶঁॖঐ॔ٷ2

　ADでは肉眼病理変化を反映し、海馬・海馬傍回、ᡥ桃体の萎縮がみられるが（図表 4-2）、

病早期には認められないことがある。側頭葉、頭頂葉の萎縮は、海馬・海馬傍回、ᡥ桃体の

萎縮に続き、あるいは同時に認められるが、緩徐に進行して前頭葉にも及ぶびまん性の萎縮

を呈することも多い。脳室は病気の進行とともに大脳萎縮を反映して拡大してくる。海馬傍

回の萎縮の程度を読み取るMRI画像処理・統計解析ソフトVoxel-based Specific Regional 

Analysis System for Alzheimer’s Disease（VSRAD）2）を用いると、海馬・海馬傍回の萎縮

の程度を客観評価することができる（図表 4-3）。

ഷଵਙੳੴඪٷ3

　血管性認知症（vascular dementia; VaD）では、大小さまざまな梗塞や出血、あるいは虚

血性病変が皮質、白質、基底核に認められる。障害された脳の範囲が閾値を超えたときや、認

知機能に関わる重要な場所に生じたときに発症する。これらの病変を反映して、T2強調画像

や FLAIRで高信号域（梗塞や虚血）、T2強調画像やT2*で低信号域（陳旧性出血）が認め

られる。VaD発症には、以下の 3つの病態が考えられる。

1）大脳皮質の直接の障害によるものとして、背外側前頭前野（中大脳動脈）、内側前頭前野（前

大脳動脈）、角回（中大脳動脈）、下内側側頭後頭葉（後大脳動脈）の病変

4-1……DLB

4-3……ADधDLBभVSRAD

4-4……প౼ஜସ୰

4-2……AD

ল๕ٷ௶ൄඈ : ൸൧ . ੳੴඪঁথॻঈॵॡقরਣౣ148 ,ك-
156, ୢ৾છ , 2013, 

ল๕ٷ 4-1 पग , 

A!! amnestic MCIقພਙभೄ২ੳੴ૩80قك MMSE 27ؚVSRADभ؛كਙୃ؞ Z ५॥॔ ؛1.33
B!! AD74ق MMSE 19ؚVSRADभ؛كਙୃ؞ Z ५॥॔ ؛2.70
C!! AD76ق MMSE 12ؚVSRAD भ؛كਙୃ؞ Z ५॥॔ ؛4.32
D!! DLB76ق MMSE 22ؚVSRADभك੬ਙୃ؞ Z ५॥॔ ؛0.6
AعCपउःथੳੴਃચ૩ऋਘऎऩॊपणोVSRADभZ५॥॔मৈऎऩढथःॊऋ DؚभDLBदम MMSEपૻखؚ
VSRADभ Z ५॥॔मૻຎःகदँॊ؛
ল๕ٷ 4-1 पग , 

ল๕ٷ 4-1 पग , 

A B C D

4 ൸ਫ਼ਪ
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慢、易転倒性などが加わってから初めてDLBを疑われようになる。

　DLBの初期症状として多いのは、幻視と大うつ病、あるいはうつ症候群（アパシー、不安、

焦燥）である。図表 6-1は、幻視体験を有する患者の話を画家が絵として表現したものである。

本疾患の患者では、特にに明け方に「夢か現か ?」と自分でも区別できない体験がよく述べら

れることがあるが、まさにそのような現象をこの絵は見事に描写している。一方で、こうした

幻視やうつ病に比べると幻聴、幻嗅、幻触は少ないとされる。

　初診時の主症状が精神症状であったDLB例の報告の多くはケースレポートである。

Simmardによる最大 271例の検討 1）においては、日本からの報告が多い。小阪の他にⴱ原、

吉村、池田研二、岡崎といった報告者が並んでいる。特にⴱ原・吉村らのケースレポートでは、

8例のうち 6例において妄想の記述がある。ここにまとめられた症状の頻度に注目すると、多

6-1……DLBपाैोॊตऊਠऊ৬ୡ

ল๕ٷNHKَ ञीखथफ़ॵॸথصصਞतःथ ! ৗੳੴඪ  ৄীऐ্& ৌੁপਁ৫ 2ُ013ফ10া2ଣଛेॉ

い順に幻視（51％）、妄想全般（50％）、人物誤認症候群（44％）、アパシー（40％）、パラノ

イド妄想（33％）と続く。

　次に、初期にみられる精神症状の出現頻度についてDLBとADとの比較がなされている（図

表 6-2）1）。ここで検討された 6つの症状については、不安を除く妄想全般、誤認症候群、パ

ラノイア、大うつ病、幻聴すべてにおいてDLBのほうで頻度が高い。

0 10 20 30 40 50 60

6-2……ADधभૻຎऊैाॊ DؚLBपःੂඪ૾

6-3……ADधDLBपउऐॊፒ୳ઍभୀः

ল๕ٷ Simard M, van Reekum R, Cohen T: A review of the cognitive and behavioral symptoms in
dementia with Lewy bodies. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2000; 12(4): 425-450

6 ෙ൧औोृघःႈ೩


_ o	H 	K
�R�s

AD	*
W	� DLB	*
W	�

	ƒ 	›	€	V 	{
�: 
é�� �G
‘�� �(
�

	Ä�½	%	H	K
�R�s

�‚ 	- 	Ê�Ü 	¯
phantom
boarders



110 111

認知機能障害の
治療1

part3 	ž	…�4	õ	ì�‘
s
tª	-
X�Ü

1ؙঞঅش৵৬ੳੴඪभॱش।ॵॺधखथभੳੴਃચ૩

　レビー小体型認知症（dementia with Lewy bodies; DLB）では、注意障害、遂行機能障

害、視覚認知・視空間認知障害を中心とした認知機能障害を特徴とし、認知機能障害が著しく

変動することも特徴としている。これらの認知機能障害が幻視や誤認妄想の背景として深く

関与していることも指摘されている。現在、DLBに対する治療としては、アルツハイマー病

（Alzheimer’s disease; AD）やパーキンソン病（Parkinson’s disease; PD）などの他の神経変

性疾患と同様に対症療法しかない。認知機能障害は、対症療法のターゲットとしてもっとも重

要であり、認知機能障害に対する治療が、認知機能の変動や幻視・妄想などの精神症状に対す

る治療として効果を示すことも十分に考えられる。

　これまでDLBの認知機能障害および認知機能の変動を主要な治療ターゲットとして、す

なわち主要評価項目の 1つとして、いくつかの薬物が臨床試験で検討されている。認知機

能障害に対する治療のアウトカムは、ADに対する臨床試験でも使用された複合的神経心理

テストである Alzheimer’s Disease Assessment Scale cognitive part （ADAS）1）やMini 

Mental State Examination （MMSE）2）、あるいは注意、作動記憶、エピソード記憶などの

テストを組み込んで反応時間も計測できるコンピュータシステムCognitive Drug Research 

computerised assessment system （CDR system）3）で示されている。また、DLBで冒さ

れやすい認知ドメインの神経心理テストも補助的に用いられている。さらに、認知機能その

ものではなく、Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Clinician’s Global Impression of 

Change （ADCS-CGIC）4）あるいはClinician’s Interview-Based Impression of Change 

plus Caregiver Input （CIBIC-plus）とよばれる全般改善度評価法は、治療前からの変化

に対する臨床家の認知面、行動面や生活機能面の全般の印象をスコア化して比較するもの

だが、臨床試験の主要アウトカム評価としてよく用いられる。日常生活動作の尺度である

Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living（ADCS-ADL）6） や

Disability Assessment for Dementia （DAD）7）、介護者負担の尺度であるZarit Burden 

Interview （ZBI）8）は、認知機能障害がもたらす生活への影響を評価することで治療の臨床

的意義を表すことになるため、副次的アウトカム評価として用いられる。また、認知機能の変

動を計測することは容易ではないが、介護者からの情報に基づいて評価する手法が考えられて

いるとともに、反応時間の変動を計測する方法がある。

　認知機能障害はDLBにおいても中核的症候であり、認知機能障害に対する治療は他の症状

に対するものに比べて圧倒的に高いエビデンスが存在する。したがって、本章では、臨床試験

1-1……ఇपঢ়घॊஉುभਠ૾

DLB PDD

ੳੴਃચ૩ ੳੴਃચभ ಖઋඪ૾ ੳੴਃચ૩

ॻॿঌ४ঝ 4 3 3 2

জং५ॳॢথ 2 0 3 4

फ़ছথॱথ 0 0 1 2

ওঐথॳথ 2 0 3 2

೪ຩങ 0 0 1 0

ঞॻঃ 0 0 0 0

2نથ؟4 णਰभৈષਜ਼भ RCTदટऋંऔोؚपဤखञੴৄऋऩःه
1نउजैऎથ؟3 णभ RCTदંऔोथःॊه
হੰෲؚँॊःमષਜ਼भ؞RCTभীن૭ચਙँॉ؟2 RCTदંྮऔोथःॊه
هశৌසୡदંྮऔोथःॊभाنஉುमൠः؟1
هટमનੳऔोथःऩःنஉುऩख؟0

1 ੳੴਃચ૩भ
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　レビー小体型認知症（dementia with Lewy bodies; DLB）では、パーキンソン病（Parkinson’s 

disease; PD）と同様に、脳・脊髄の自律神経系のみならず心臓、腸管、膀胱などを支配する

末梢自律神経系にもレビー小体やレビー神経突起が認められる（図表 4-1） 1）。このためにさ

まざまな自律神経症状が、しかも高率に出現する。Horimotoらは、剖検で確認された 29例

のDLB患者において、尿失禁（97%）、便秘（83%）、低血圧（66%）、失神発作（28%）

などの自律神経症状が認められたと報告している 2）。

　本章では、DLBに認められる代表的な自律神経症状（心・循環器系障害、泌尿器系障害、

消化管運動障害、発汗障害、呼吸器系障害として高炭酸換気応答障害）とその治療法について

解説し、最後に症例を提示する。

1ؙ （4、3كഷಓभق୭ஓ௺૩ੱ؞

ഷಓभ৹ତٷ1

　血圧の調節には大きく分けて、数秒～数分で発動する「急速血圧調節」、数分～数時間で発

動する「中間型血圧調節」、数時間～数日をかけて発動する「長時間型血圧調節」の 3通りが

ある。「急速血圧調節」とは、数秒～数分で発動する圧受容器反射による神経性調整で、交感

神経系と副交感神経系が関与している。「中間型血圧調節」は、数分～数時間で発動する心肺

圧受容器反射に伴う末梢血管の収縮と液性因子としてバゾプレッシン系が関与している。「長

4-1……DLBम৸ମႈ೩दँॊ

ল๕ٷ৵ଚ೦ఘ , ௶ൄඈ : َ ঃشय़থ९থ୰َُ ঞঅش৵৬ੳੴඪُऋॎऊॊ QA ঈॵॡ . ওॹॕढ़লග p10-
11, 2011
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時間型血圧調節」は、数時間～数日をかけて発動し、主にレニン・アルドステロン系が関与し

ている。このうち急速血圧調節に関わるのが、自律神経系すなわち交感神経系と副交感神経系

である。以下、圧受容器による自律神経系を介した血圧の調整について説明する。

　図表 4-2は、圧受容器反射による神経性調整を図示したものである。何らかの原因で心臓

からの心拍出量が低下し血圧が下がると、総頸動脈にある圧受容器の頸動脈洞が血圧低下を感

知し、迷走・舌咽神経を介して延髄弧束核の神経細胞に抑制性のインパルスを送る。この抑制

性インパルスは尾側延髄腹外側野にそのまま伝えられ、ここから吻側延髄腹外側野にGABA

作動性神経（抑制性）により抑制の抑制、すなわち興奮性のインパルスを送り、これは脳幹・

脊髄を下降し、中間外側核の神経細胞に興奮性インパルスを伝える。この興奮性インパルスは、

交感神経節を介して心臓や血管の交感神経終末まで伝えられ、ここからノルアドレナリンが放

4 ঽઋ৽ඪ૾भ
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　脳幹型レビー小体は、メラニン含有神経細胞の脱落を認める黒質や青斑核、迷走神経背側核

などの脳幹諸核、視床下部、マイネルト基底核などの間脳諸核に好発するとともに、ハロー

を有し、エオジン好性である （図表 1-3左）。これらはHE染色でも確認できるが、レビー

小体の主な構成成分がαシヌクレイン蛋白であることが明らかにされ 12）、αシヌクレイン免

疫染色を用いることでより明瞭となった（図表 1-3右）。脳幹型レビー小体は、脳幹や間脳以

外に脊髄中間質外側核、末梢交感神経節、内臓自律神経系、副腎髄質にも認められる 13）。一

方、Kosakaら 2、3）により報告された皮質型レビー小体は、脳幹型に比べると不正円形で小さ

く、ハローもはっきりしない（図表 1-4左）。皮質型レビー小体は、αシヌクレイン免疫染色

1-3……౼ୌঞঅش৵৬قహସك

1-4……ຜସঞঅش৵৬ق⑻றك

ంऋHEഉ౦ؚకऋ�� ३ॾॡঞॖথඊႵഉ౦पेॊ؛

ంऋHEഉ౦ؚకऋ�� ३ॾॡঞॖথඊႵഉ౦पेॊ؛

で初めて明瞭となることが多く、大脳辺縁系（側頭葉内側部・帯状回・島回・ᡥ桃核など）に

好発するが、新皮質にも及び、その多くは皮質深層の小型ないし中型の錐体神経細胞に認めら

れる（図表 1-4右）。電顕的には、脳幹型レビー小体と皮質型レビー小体のいずれも、αシヌ

クレインよりなる径 7～15nmの中間径細線維 （Lewy filaments）で形成されているが、前

者は中心部に顆粒状・環状構造物が集積し、辺縁部に細線維が放射状に配列するのに対し、後

者は全体に任意に配列する細線維構造よりなる。Lewy filamentsは、αシヌクレイン以外に

ニューロフィラメントも構成成分として同定されている 14）。この皮質型レビー小体は、脳幹

型レビー小体と同様に一定の過程を経て形成され、最終的に神経細胞死を生じ、細胞外レビー

1-5……ঞঅش৵৬भਛ؞ਙૌங

�� ३ॾॡঞॖথඊႵഉ౦पेॊ؛
ল๕ٷKatsuse O, Iseki E, Marui W, Kosaka K: Developmental stages of cortical Lewy bodies and their 
relation to axonal transport blockage in brains of patients with dementia with Lewy bodies. J Neuro Sci 
2003; 211: 29-35 ेॉਛ
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